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2014年、理工学部創立75年
―世界トップレベルの研究教育拠点の形成を目指して―
藤原銀次郎氏によって、現在の理工学部の前身である藤原工業

与えられているとは言えないのが現状です。世界に通じる人材を

大学が1939年に設立され、2014年に理工学部は創立75年を迎えま

育成するには、海外で学ぶことが特別なことでなくなるような環

す。慶應義塾大学理工学部・理工学研究科では、この機をとらえ、

境を実現し、多くの学生が在学中に海外に出て、国際的感覚を自

世界トップレベルの教育研究拠点の形成を目標として、次の３つ

ら養うことが必要です。そのための必要な資金として、
「国際人材

を軸とする創立75年記念事業を行います。

育成基金」を設立いたします。

第一には、世界に通じる人材を育成するために、学部における

第二には、基礎科学・基盤工学の重要分野に注目し、これらを

国際力育成カリキュラムの整備や大学院における国際インターン

世界トップレベルの研究拠点として育てあげることを目的として、

シップやダブルディグリープログラム等の充実を積極的に進めて

「慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート」を設立します。

まいります。海外からの留学生が増加している一方、在学中の海

慶應義塾発の基礎科学・基盤工学研究の創生を目指し、またそれ

外留学や短期派遣などを通した国際体験の機会は、決して十分に

ら研究活動を通じて人材の交流と時代を担う研究リーダーを育て
ます。
第三には、
「慶應義塾イノベーションフ

Education

ァウンダリー」を設立し、産業界との密

国際人材 育成基金の設立

接な連携の下で独創的で有望な技術の研

国際的な視野を持つ学生の
育成に資する活動の支援
世界に通じる人材の育成

究開発を行う基盤を整備します。ここに

Innovation
慶應義塾イノベーション
ファウンダリーの設立

Fundamentals

産学連携人材育成の基盤となる
先端研究のための施設・設備整備
21世紀の産業界を牽引する人材の輩出

慶應義塾基礎科学・基盤工学
インスティテュートの設立
世界トップレベルの研究者育成の
ための先導研究拠点整備
グローバルリーダーとしての研究者の養成

は産学連携研究を強力に推進するために、
産学連携コンソーシアムを形成するとと
もに、これら産学連携研究を通じ、博士
課程学生を中心とした21世紀の産業界を
牽引する人材輩出を進めます。
義塾ではこの事業を推進するため、皆

● 世界に通じる人材の育成
● グローバルリーダーとしての研究者の養成
● 21世紀の産業界を牽引する人材の輩出

さまのご支援を賜る募金活動を行ってお
ります。理工学部関係者の皆さまをはじ
め、広く社中のご賛同を賜りたく、よろし
くお願いたします。

募金概要
募 金 名 称：慶應義塾大学理工学部創立75年記念事業募金
募 金 目 的：慶應義塾大学理工学部創立75年記念事業の資金として
・国際人材育成基金の設立
・慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュートの設立
・慶應義塾イノベーションファウンダリーの設立
募金目標額：10億円

理工学部創立75年記念Webサイト

http://www.75.st.keio.ac.jp/
理工学部創立75年記念Webサイトでは、慶應カードをはじめとする
各種クレジットカードを使った募金（インターネット募金）を受け
付けております。

募 金 期 間：2012年４月１日～ 2014年９月30日

▪ロゴマークのご紹介

募 金 対 象：個人、法人、団体（有志団体等）

地球の球体をモチーフに曲線で世界
に通じるトップレベルの人材を表し
ています。また、世界５大陸を５色
の色で表現しました。

詳しくは理工学部創立75年記念Webサイトをご覧ください。
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PARTNER SHOP

慶應カードの趣旨にご賛同いただいた協力店をご紹介いたします。

パレスホテル
宿泊

■ パレスホテル東京

■ パレスホテル箱根

都 心にありながら、緑と水に恵まれた丸の内

東京より車で90分、新宿から直通バスで約2時間。なだ

1-1-1に、約３年間の休館を経て、5月17日にグラン
ドオープンいたしました。1961年の開業から育て、
積み重ねた伝統のおもてなし。
「美しい国の、美

らかな箱根外輪山に囲まれ、広々した仙石原高原の丘に
位置し、秀峰富士や芦ノ湖が望めます。パレスホテル伝
統の味をお楽しみいただけるお料理と、温泉露天風呂で

しい１日がある。
」というブランドコンセプトのも

心地よいひとときを、どうぞご満喫ください。

と、
「最上質の日本」
をぜひ、お過ごしください。

優待内容

優待内容

■ 自社プランより10%割引

■ ご宿泊時にウエルカムアメニティーをプレゼント

※除外日：１２月３０日～１月３日
※お電話もしくはインターネットの宿泊予約時に慶應カード会員である旨をお伝えく
ださい
※チェックイン時に慶應カードをご提示ください

※パッケージなど特別企画等との併用、旅行代理店経由の宿泊は除く
※お電話もしくはインターネットの宿泊予約時に慶應カード会員である旨をお伝えく
ださい
※チェックイン時に慶應カードをご提示ください

［所在地］東京都千代田区丸の内1－1－1
［電話］03-3211-5218
（宿泊予約） ［FAX］03-3211-5219
［URL］http://www.palacehoteltokyo.com/

［所在地］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245
［電話］0460-84-8501 ［FAX］0460-84-8500
［URL］http://hakone.palacehotel.co.jp/

Classictic
専門店

Classicticではヨーロッパを中心に海外の主要都市で開催されるクラシック音楽のコンサート
やオペラのチケットをインターネット上で販売しています。例えばパリ・オペラ座などの国立
歌劇場、ザルツブルク音楽祭などの有名な音楽祭、トップ・オーケストラや一流アーティストの
コンサートの他、世界遺産に登録されている建造物や教会、シェーンブルン宮殿などのヨーロ
ッパの宮殿でのコンサートなど、様々なチケットが日本語でお求め頂けます。インターネット
でオーダー、eチケットをご自宅でプリントアウト、当日、会場へお持ち頂くという便利なシス
テム。メールによる日本語サポートもございますのでお気軽にお問い合わせください。

優待内容
■ 取扱中の全イベントのチケット価格から３％割引
※お手続き方法詳細は協力店ご紹介ページをご覧ください
（http://www.keiocard.com/search/detail.php?id=613）

10月末までの期間限定で割引率がアップ！
CLASSICTIC の取り扱い国の中で日本に最も近い国、中国。2012 年 10 月末日までに北京、上
海、 香 港 開 催 の 全 イベ ント、 コン サ ート、 オペラ の チ ケ ット 購 入 の 際 に 割 引 コ ード
「KEIOCARD2012CHINA」を入力されるとチケット価格から 7％割引いたします。

日本語版ウェブサイト

※読者プレゼントがあります。
P8をご覧下さい。

［Eメール］info@classictic.com
［電話］+49 (0)30 86 87 04 12 60
（英語・ドイツ語）
［電話応対］年中無休、24時間体制(英語・ドイツ語)。緊急の場合に
はお電話にてご連絡ください。
［FAX］+49 (0)30 86 87 04 12 69
［URL
（日本語版）］http://www.classictic.com/jp/
［URL
（英語版）］http://www.classictic.com/

フロンティア蓼科
専門店

フロンティア蓼科は長野県の蓼科高原に自社農園
（バラ園）
を持つ化粧品メーカーです。自然に囲ま
れた自社農園で殺虫剤、除草剤などを一切使用
しない無農薬栽培を行い、大切に育てたオールド
ローズの蒸留水等を原材料にした化粧品を製造
しております。化粧水、美容液、シアバターなどこ
だわり抜いた商品をラインアップしておりますの
でホームページ（ネットショップ）をぜひともご覧
になってください。農園に併設した工房もリゾー
ト地の一角にありますので蓼科高原にお越しの
際はぜひお立ち寄りください。

※読者プレゼントがあります。P8をご覧下さい。

優待内容
■ 会員価格
（15％割引）
にご優待
※ネットショップ：注文フォーム備考欄に慶應カード会員とご入力ください
※工房(蓼科)：会計時、慶應カードをご提示ください
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［所在地］長野県茅野市北山蕨原5662
［電話］0266-77-5375
［営業時間］9：00～17：00 ［定休日］土曜・日曜・祝日
［URL］http://rosa-tateshina.shop-pro.jp/

慶應カード協力店の検索は

http://www.keiocard.com/search/

メガネファイブ
専門店

メガネファイブは、白山と駒込で眼鏡専門店を展開しています。当店では、眼鏡光
学士の確かな技術力と専門知識をベースに、他店にない魅力あふれた商品情報を
発信しています。70～80年代のディオール・ヴィンテージサングラスや補聴器・各
種光学機器等も取り扱っていますので、是非一度お立ち寄りください。

■ 白山店
［所在地］東京都文京区白山1-37-2 ［電話］03-5802-0550

優待内容

［URL］http://www1.tcn-catv.ne.jp/megane5/index.html

■ 会計時の慶應カード提示で５％割引

［営業時間］10:00～20:00 ［定休日］水曜日

※現金でお支払いの場合のみ
※慶應カード会員ご本人、及びご家族も優待可
※他サービスとの併用は不可

■ 駒込店
［所在地］東京都北区西ヶ原1-60-6 ［電話］03-3918-0005
［URL］http://www1.tcn-catv.ne.jp/megane5/index.html
［営業時間］10:00～18:00 ［定休日］水曜日

9月末日まで特別割引実施！
「慶應カード協力店 参加記念」として、９月末日までにメガネ一式お買上げいただく
と通常の５％割引に加えて￥2,000値引いたします。皆様のご来店を、心よりお待ち
致しております。

JALバケーションズ
トラベル

一人一人のライフスタイルにあった休暇を。JALバケーションズでは、新たなバケーションスタ
イル
「タイムシェア」
と
「メンバーシップ・プログラム」のご紹介をしており、体験宿泊が可能です。

■ ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチリゾート
ワイキキビーチが目の前、ハワイ最大のショッピングモール、アラモアナセンター
も徒歩圏内。ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチリゾート内のタイム
シェア専用タワー
「グランド・ワイキキアン」で至高のバカンスをご堪能ください。

■ マリオット・マイカオ・ビーチ -プーケット
プーケットのマイカオ・ビーチエリアに位置する快適な2ベッドルームのヴィラは、バ
スタブ付マスターベッドルーム、広々としたリビングとダイニングエリアに、フルサ
イズキッチン、洗濯機と乾燥機も完備。優雅なリゾートでのオーナー体験をお楽
しみください。

優待内容

優待内容

■１ベッドルーム
（61㎡～／最大4名まで）
を
特別料金でご案内

※１泊につきus$300前後/時期により変動しますので、Webサイトまた
はお電話でご確認下さい

■２ベッドルーム３泊４日体験宿泊
※us＄299
（１室／税・サービス料込）
、大人２名様分の朝食付

■ご利用に際して
※ご滞在中、90分のタイムシェア説明会には必ずご参加いただきます。
※体験宿泊プランにはご参加条件がございます。ご予約時にご確認ください。
※体験宿泊プラン予約時に、慶應カード会員様である旨をお伝えください。

ご宿泊後にJALUX共通ギフト券5,000円分をプレゼント!
JALUX共通ギフト券は、空港店舗「BLUE-SKY」
、通販カタログ「JAL World Shopping
Club」
、
空港免税店
「JAL-DFS」
、
JALプラザ有楽町ショップ
（物販）
でご利用いただけます。

［所在地］東京都品川区東品川3-32-42 ［電話］0120-25-0740
［営業時間］9：30～18：30
（土・日・祝除く）
［URL］http://www.jalux.com/jvos/

布山久義 観光果樹園
専門店

北アルプスを背にして、松本・安曇平を一望、その向こうに美ヶ原を望む、素晴らしい
ロケーションで、20年も前から、自然に優しい安全な肥料等を使い、低農薬にてりん
ご、桃を栽培してきました。安曇野のこだわりの果物をご賞味下さい。通信販売も
行っています。

優待内容
■ 桃ジュース
（1本1,500円）
、6本もしくは12本お買い上げで送料無料

りんごの木のオーナー募集
■ 自然豊かな安曇野で
「サンふじ」
のオーナーになりませんか？
天気のよい日は、お弁当を持ってご自分の木とりんごの成長を見に来てはいかがでし
ょう。来園できない方には、当園が責任を持ってお選びします。
※収穫時期・１１月中旬頃
※10,500円
（税込）
・70個保証 (昨年の平均収穫個数120個)より各種
※収穫・発送もいたします
（要別途料金）。

［所在地］長野県安曇野市三郷小倉6568
［電話］0263-77-2975
［FAX］0263-77-8815
［営業時間］季節により変動
（直接ご確認ください）、不定休
［URL］http://www.azm.janis.or.jp/~azumino3/
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TICKET

鑑賞ご優待チケット

慶應カード会員の皆様に、お芝居、ミュージカル、歌舞伎などの公演をご紹介させていただきます。

日本フィルハーモニー交響楽団、チケットスペースのチケット取扱いを開始しました。
1956年6月創立当初より幅広いレパートリーと斬新な演奏スタイルで発展を遂げ、2011年に創立55周年を迎えた日本フィル
ハーモニー交響楽団、クラシックをはじめとした国内外アーティスト公演から、演劇、落語、イベントなど多彩なジャンルのエ
ンターテイメントを提供するチケットスペースのチケット取り扱いを開始しました。
今回ご紹介できなかった最新の公演情報は、Web・携帯サイトやメールマガジンでもご紹介しています。Web・携帯サイトのみでご紹介して
いる公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内しておりますので、是非Webサイト・メールマガジンをご活用ください。

チケットのお申込には
Webサイトでの会員登録が必要です。

http://www.keiocard.com/mag/

http://www.keiocard.com/

塾生
（学生）会員の方 ▼

http://www.keiocard.com/smag/
・メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。
また、メールアドレスをお持ちでない方はご登録いただけません。
・ご登録にあたっては、Webサイトでご案内しているプライバシーポ
リシーをご確認の上、お申し込みください。

上のQRコードからもアクセスできます。
外出先等でご活用ください。

大ヒットミュージカル「RENT」の作者、
ジョナサン・ラーサンが遺した、もう一
つのミュージカルは、ニューヨークの片
隅で、貧乏なアーティストとして暮らして
いた彼自身を主人公として書かれたロッ
ク・ミュージカル。アーティストとしての
葛藤、挫折そして希望を描き出すストー
リーに心が揺さ振られる。

（日）
締切

人類は７人だけとなった！
新たな一歩を踏み出すとき
に、初代「地球の王様」
に君
臨するのは誰なのか？身勝
手で欲深い人間たちによる
人 類再生の物語が幕を開
ける…。

こちらの公演情報は
カードニュース本誌を
ご確認ください。

日時：11月16日
（金）
19：00／11月17日
（土）
18：00
11月22日
（木）
14：00／11月23日
（金・祝）
14：00
会場：紀伊國屋サザンシアター
価格：全席指定：7,500円
※先行販売となります
出演：西村雅彦 大塚千弘 岡田義徳 浅利陽介 片桐仁
高橋ひとみ 永井大

日時：9月19日
（水）14：00／9月24日
（月）
19：00
9月25日
（火）14：00／9月26日
（水）
19：00
9月28日
（金）19：00
会場：あうるすぽっと
価格：全席指定：7,800円▶ 6,600円
出演：山本耕史 すみれ ジェロ

日時：10月14日
（日）14:30
会場：東京芸術劇場
価格：S席 8,000円▶ 7,600円
※未就学児童入場不可
曲目：メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番
出演：アレクサンドル・ラザレフ
（首席指揮者）
ノエ・乾
（ヴァイオリン）
レオナルト・エルシェンブロイヒ
（チェロ）
マリオ・ヘリング
（ピアノ）

10／15
（月）
締切

ミュージカル
「アリス・イン・ワンダーランド」

締切

日本フィルハーモニー交響楽団
第645回定期演奏会

EW

アレクサンドル・ラザレフからのメッセージ「この演奏会で最も
大切なことは、互いに理解をし合うこと。ソリスト、指揮者、オー
ケストラが一体となるその融合こそが、協奏曲の醍醐味です。
」
協
奏曲の饗宴にご期待ください。

10／8

（月・祝）

N

日本フィルハーモニー交響楽団
スーパーコンチェルト

EW

締切

N

9／17

（月・祝）

2009年にフランスのブザンソン指 揮者コン
クールで優勝した、山田和樹の日本フィル正
指揮者就任披露演奏会です。フランスとアメ
リカを背景にした山田和樹ならではのこだわ
りの選曲をお楽しみ下さい。
日時：11月 9日
（金）
19：00
11月 10日
（土）
14：00
会場：サントリーホール
価格：S席 6,000円▶ 5,700円
※未就学児童入場不可
曲目：野平一郎／グリーティング・プレリュード
ガーシュイン／ピアノ協奏曲 ヘ調
ヴァレーズ／チューニング・アップ
ムソルグスキー
（ストコフスキー編曲）
／組曲《展覧会の絵》
出演：山田和樹
（正指揮者） パスカル・ロジェ
（ピアノ）

9／5
（水）
締切

フランス版ミュージカル
「ロミオとジュリエット」

2012年春、ブロードウェイにて上演されたF・
ワイルドホーンのファンタジーミュージカルが
早くも上陸。ルイス・キャロルの原作をベース
に、悩みや苦悩を抱える現代人のアリスが不
思議の国での体験を通して、本当に大切なこ
とを再発見していく成長物語です。

2001年、パリのパレ・デ・コングレでの初
演が大成功、フランスで200万人、その後
世界で500万人以上を動員した大ヒット作
がついに日本上陸。圧倒的な歌唱力とパ
ワフルなダンスシーンがうむ跳躍感をお楽
しみ下さい。

日時：11月 23日（金・祝）13：00／11月24日
（土）17：30
11月 30日（金）18：30／12月3日
（月）
14：00
会場：青山劇場
価格：S席 12,600円▶ 土日祝12,000円
平日10,600円
※未就学児童入場不可
出演：安蘭けい 濱田めぐみ 田代万里生 高畑充希
松原剛志 柿澤勇人 石川禅 渡辺美里 ほか

日時：10月 7日
（日）
13：30／10月 8日
（月・祝）13：30
10月15日
（月）
13：30／10月19日
（金）
19：00
会場：東急シアターオーブ
価格：S席 13,000円▶ 土日祝12,300円
平日11,000円
※未就学児童入場不可
出演：フランス版招聘キャスト

地球の王様

EW

10／14

N

Team YAMAMOTO Presents
「チック、チック．
．
．ブーン！」

EW

締切

塾員会員の方 ▼

N

（日）

メールマガジンの配信登録

携帯サイト

一度ご登録頂くと住所等の情報を
毎回ご入力いただく必要がなくな
ります。また、登録時と決済時に
慶應カードの情報が必要となりま
すので、お手元に慶應カードをご
用意のうえ、ご登録・ご注文いただ
きますようお願いいたします。

8／19

オンラインショップトップページ

http://keiocard.com/shop/

8／26 黒柳徹子海外コメディ・シリーズ 第26弾
（日）
口から耳へ、耳から口へ
締 切 「ルーマーズ」
10秒に1回大笑い！ 4組のセレブカップル
が巻き起こす、抱腹絶倒のジェットコース
ターコメディ！！ル テアトル銀座での本シ
リーズ、ラスト公演！お見逃しなく！！

日時：	10月 21日（日）
14：00
11月 2日（金）
18：30
（※グッドプライスデー）
会場：ル テアトル銀座 by PARCO
価格：S席 9,000円
グッドプライスデー S席 8,000円
※先行発売となります
作：ニール・サイモン
演出：高橋昌也
出演：黒柳徹子 ほか

9／23
（日）
締切

「キャッツ」

ミュージカルの歴史を今も塗り
替え続ける、24匹のストーリー。
「2012年11月11日、千秋楽決定!!」
※本公演の受付開始日は8月4日
（土）
となります。予めご了承下さい

日時：10月 18日（木）
13：30／10月21日
（日）13：00
10月 28日（日）
13：00／10月30日
（火）
18：30
会場：キヤノン・キャッツ・シアター
価格：S席 9,800円
※こちらの公演は定価での販売になります
慶應カード特典：ソフトドリンクチケット付き

同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。
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同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。
塾生
（学生）会員の方もお申込いただけます。

8／25
（土）
締切

坂本冬美・藤あや子
特別公演

2大歌姫が夢の共演!
待望の明治座公演決定!!

9／10
（月）
締切

梅沢富美男・中村玉緒
特別公演

明治座創業140周年記念！第1部・一粒の奇
跡、第2部・富美男&玉緒 夢のステージ、第3
部・オールスター勢揃い。時雨月舞踊絵巻
と豪華キャストで送る3部構成のステージ
です。

日時：9月22日
（土・祝）11:00／ 16:00
9月23日（日）11:00／ 16:00
会場：明治座
価格：13,500円▶ 12,150円
※６歳以上有料、５歳未満入場不可
出演：坂本冬美、藤あや子 ほか

日時：10月13日
（土）11:00／ 16:00
10月14日（日）11:00／ 16:00
会場：明治座
価格：12,000円▶ 10,800円
※６歳以上有料、５歳未満入場不可
出演：梅沢富美男、中村玉緒、熊谷真実、彩輝なお、桜乃彩音、小
野寺丈、雁龍、梅沢武生 ほか

10／14 東京フィルハーモニー交響楽団

9／23

（日）
締切

「第74回東京オペラシティ定期シリーズ」

昨年、華々しく東京フィルデ
ビューを果たした、三ツ橋敬
子の再登場。2007年初来日
し、驚異的な才能で大きな話
題をさらった、チェロ奏者、ガ
ブリエル・リプキンにも注目
の演奏会です。

日時：１1月15日
（木）19：00
会場：東京オペラシティ コンサートホール
価格：S席 7,500円▶ 6,400円
指揮：三ツ橋敬子
チェロ：ガブリエル・リプキン
曲目：ストラヴィンスキー／組曲「火の鳥」
（1919年版）
ブロッホ／ヘブライ狂詩曲「シェロモ」
ムソルグスキー
（ラヴェル編）
／組曲「展覧会の絵」

締切

「通し狂言 塩原多助一代記」

「本所に過ぎたるものが二つあり 津軽大
名 炭屋塩原」と江戸の落首にも謳われ
た実在の豪商・塩原太助。名人・三遊亭
円朝の口演により大好評を博した人情噺
「塩原多助一代記」が、昭和４年以来の通
し狂言として復活いたします。困難に負
けず波乱の人生の中で懸命に働き、江戸
随一の炭商人として立身出世した多助の
姿に多くの人が心打たれるでしょう。近
年充実した演技をみせる坂東三津五郎
が、勤勉で朴訥な塩原多助と、悪漢・道
連れ小平の善悪二役を演じ分ける、この
秋必見の名舞台をお見逃しなく！
日時：10月6日
（土）12：00／10月21日
（日）
12：00
会場：国立劇場 大劇場
価格：9,200円▶ 7,800円
出演：坂 東三津五郎 ほか

10／30 企画公演 天狗－その知られざる世界－
（火）
締切

締切

狂言
「井杭」能
「大会」

読売日響
東京芸術劇場 名曲シリーズ

国立能楽堂提供

日時：１2月 7日（金）18：30
会場：国立能楽堂
価格：6,100円▶ 5,400円
出演：狂言 野村万作
（和泉流）
能 髙林白牛口二
（喜多流）

締切

「招かれざる客」

＂窓が開き、招かれざる客が入ってきた＂
次々
に登場する怪しい人物たちのミステリアス
な人間ドラマが繰り広げられる。そして意
外な結末へ―。大好評！アガサクリスティー
シリーズ第三弾！！

日時：11月 10日
（土）
11:00
11月 11日
（日）
14:00
11月 16日
（金）
14:00
11月 17日
（土）
18:00
会場：ル テアトル銀座
価格：9,800円▶ 8,400円
出演：浅丘ルリ子、古谷一行、安奈淳、石井一孝、川﨑麻世
不破万作、原田優一、斉藤暁

9／23
（日）
締切

読売日響
サントリー定期演奏会

著名歌 劇場の音楽総監督や交
響楽団の首席指揮者を務め、常
任指揮者に就任したシルヴァン・
カンブルランがタクトを執り、ア
ルトに藤井美雪を迎え、
「ヒロシ
マ・声なき声」
他を披露します。

日時：10月20日
（土）
18：00
会場：東京芸術劇場
価格：S席 7,000円▶ 6,000円
指揮：シルヴァン・カンブルラン
（読響 常任指揮者）
合唱：新国立劇場合唱団
曲目：ラヴェル／バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

日時：10月27日
（土）
18：00
会場：サントリーホール
価格：S席 7,000円▶ 6,000円
指揮：シルヴァン・カンブルラン
（読響 常任指揮者）
独唱：アルト=藤井美雪
合唱：ひろしまオペラルネッサンス合唱団
曲目：細川俊夫／
「ヒロシマ・声なき声」 ほか

（火）
締切

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
暗闇体験

DIDは、真っ暗闇のエンターテイメント。参
加者は完全に光を遮断した空間の中へ、何
人かとグループを組んで入り、暗闇のエキス
パートであるアテンド
（視覚障害者）
のサポー
トのもと、様々なシーンを体験します。その
過程で視覚以外の様々な感覚の可能性と
心地よさに気付き、そしてコミュニケーショ
ンの大切さ、人の温かさを思い出します。
会場：渋谷区神宮前2－8－2 レーサムビルB1
（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前）
価格：1名 5,000円▶ 4,300円 ※9月9日
（日）
まで開催予定。

注意事項：慶 應カード事務局にお申込後、事務局よりご予約チケットを送
付いたします。チケットの到着後、
8月30日（木）
までに会員様ご
本人よりお電話にて、ダイアログ・イン・ザ・ダーク事務局にご
予約いただきます。手続方法詳細は慶應カード事務局より送
付する資料もしくはＷebサイトにてご確認下さい。満席の場合、
ご希望に添えない場合があります。

8／5
（日）
締切

サンリオピューロランド

慶應カード夏休みスペシャルデー

日時：8月11日
（土）
〜8月31日
（金）
価格：パスポート
（入場＋フリーアトラクション）
大人 4,400円▶ 2,400円
中小人共通 4,000円／3,300円▶ 2,300円
入場券
（入場＋無料のショー）
大中小人共通 3,000円／2,700円／2,000円▶ 1,000円

かぶると姿を消すことができる
天 狗の隠れ 頭巾を題材にした
「井杭」と、釈迦の法華経説法の
光景を天狗が魔術で出現させる
「大会」
。天狗の知られざる不思
議な世界をご紹介します。

（日）

ベルギー王立歌劇場、フランク
フルト歌 劇 場 の 音 楽 総 監 督、
バーデンバーデン・フライブル
クSWR交響楽団（旧南西ドイツ
放送交響楽団）の首席指揮者等
を経て読売日本交響楽団の常
任指揮者に就任したシルヴァン・
カンブルランによるバレエ名曲
公演。

8／14

8／30 10月歌舞伎
（木）

（日）

9／30

※３歳以下は無料です

暑い日でも雨の日でも楽しく
遊べるピューロランド。優 待
を賢く利用してめいっぱい遊
んで下さい。

©'08,'12 SANRIO/SEGA TOYS S・S/W・TX・JLPC
©'12 SANRIO APPROVAL No.P0405304

9／18
（火）
締切

国立トレチャコフ美術館所蔵

レーピン展

19世紀後半から20世紀初頭の混沌としたロシ
アを生きたイリヤ・レーピン（1844 ‐1930）は、
近代ロシア絵画を代表するリアリズムの旗手と
して、革命運動をはじめ、ロシア民族の精神を
鼓舞する歴史画の大作、肖像画の傑作等で知
られています。世界最大のレーピンコレクショ
ンを誇る国立トレチャコフ美術館より、様々な
ジャンルの油彩画と素描約80点により構成さ
《休息 妻ヴェーラ・レーピ
れる、過去最大の本格的なレーピン回顧展です。ナの肖像》1882年 油彩・
キャンヴァス
ⓒThe State Tretyakov

日時：8月4日
（土）
〜10月8日
（月・祝）
10：30
Gallery
会場：Bunkamura ザ・ミュージアム
10：00〜19：00
（金・土は21：00まで。入館は閉館の30分前まで）
価格：一 般 1,400円▶ 1,200円
大学・高校生 1,000円▶ 800円
中学・小学生 700円▶ 500円
注意事項：障害者手帳のご提示で割引料金あり。
（当日会場窓口にて直接
お求めください）

9／30
（日）
締切

サンリオピューロランド

会員特別価格のパスポート

価格：大 人 4,400円▶ 3,600円
中人 4,000円▶ 3,300円
小人 3,300円▶ 2,700円
※10月31日
（水）
まで有効です。

2012年夏のイベント＆ショー
①ジュエルペットきら☆デコッ！ランド
（7/14〜9/2）
②ゆるきゃら
（R）
グランプリ2011第1位
「くまモン」
とのコラボレーションイベント
ハローキティ×くまモン なかよしイベント
特定日：7/7~8、21~22、28~30 8/4~5、25~26 9/8~9
③ジュエルペットきら☆デコッ！ミュージカル
〜めざせ！NO.1アイドル〜6/23スタートのニューショー。
④マイメロディの住む「マリーランド」
がついに登場！
マリーランドのマイメロディフェア 7/14スタート
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鑑賞ご優待チケット

同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ から
お申込いただけます。
塾生
（学生）
会員の方もお申込いただけます。

8／19
（日）
締切

中村 中 LIVE 2012
「聞こえる〜プレイボタンを押せ！〜」

紅白出場となった代表曲「友達の詩」か
ら最新作「聞こえる」までを網羅したコ
ンサートホールでのバンドLIVE。閉塞
感に包まれた現代社会はもはや闇の中。
そこからの脱出のヒントが「聞こえる」
にはある。それは「闇の真ん中」
。Play
＆Pray。再生と祈り。老若男女すべて
の人に届ける未 来 へのプレイボタン。
「アコースティックツアー阿漕な旅2012
〜未来へ宛てた手紙〜」から続くストー
リーが一夜限りの東京国際フォーラム
にて集大成を迎える。
日時：9月15日
（土）17：30
会場：東京国際フォーラム・ホールC
価格：全席指定：6,300円▶ 5,800円
※未就学児童入場不可

10／14
（日）
締切

（日）
締切

（火）
締切

日時：１. 9月 29日（土）
17：30
２. 10月 7日（日）
17：30／10月8日
（月・祝）
16：30
会場：１. 市川市文化会館
２. 東京国際フォーラム・ホールＡ
価格：全席指定：7,500円
※こちらの公演は定価での販売になります
※未就学児童入場不可

日時： 9月 9日（日）
18：00／ 9月12日（水）
14：00
9月 14日（金）
19：00／ 9月15日（土）
18：00
会場：赤坂ACTシアター
価格：S席 12,500円▶ 11,000円
※未就学児童入場不可
※英語上演、字幕スーパーあり
出演：アメリカ招聘カンパニー 米倉涼子
（ロキシー・ハート）

締切

新国立劇場
「リチャード三世」

8／30
（木）
締切

2009年に上演され高い評価を得た「ヘン
リー六世」
。その続編「リチャード三世」が
出演者・スタッフの再集結により、ついに上
演されます。
「ヘンリー六世」の興奮をその
ままに壮大な歴史絵巻がいよいよ最終章
へと向かいます。どうぞご期待下さい。
日時：10月4日
（木）
13:00
10月5日
（金）
18:30
10月8日
（月・祝）
13:00
会場：新国立劇場 中劇場
価格：8,400円▶ 7,700円
※未就学児童入場不可
出演：岡本健一 中嶋朋子 浦井健治

日時：11月17日
（土）14：00
会場：東京オペラシティ コンサートホール
価格：7,500円▶ 5,500円
※未就学児童入場不可
出演：首席指揮者 ヴォロディーミル・シレンコ
ピアノ ウラジーミル・ミシュク キエフ国立交響楽団

ブロードウェイミュージカル
CHICAGO

8／7

ブロードウェイに新たな歴史を刻
む、最強アメリカ招聘カンパニーが
この夏、緊急来日！
主演のロキシー・ハート役は2012
年7月にブロードウェイ・デビューの
米倉涼子が日本凱旋！！日本でしか
観 る こ と が で き な い、究 極 の
CHICAGO!!

（日）

ムラヴィンスキー、ザンデルリンク、ス
ヴェトラーノフが鍛え上げたウクライ
ナ屈指のオーケストラ。大作曲家ショ
スタコーヴィチをも驚かせたその技巧
によって作られるメロディーに、ピアニ
ストのウラジミール・ミシュクが加わり
類まれなる美しい旋律を奏でます。

チューリップ
「“THE LIVE”40th memorial tour」

奇跡の再集結！！
40周年メモリアルツアー決定！！
誰も予想できなかった5年振りのチューリッ
プ再集結。そしてまさに夢が現実になった
「奇
跡のツアー」が決定！！今回で見納めになるか
もしれないこのツアーは、チューリップ40年
の歴史の中で最もメモリアルでベストなライ
ヴになるだろう。日本の音楽の歴史を変えた
偉大なバンドが産み出す奇跡を見逃すな！！

9／2

「華麗なるロシア音楽」

JCB Presents

9／2

帝劇
「夏休み最後の日」

独特な世界観が性別、世代、国境を超えて
愛されてきたユーミン。デビュー40周年に
あたる2012年、演劇の殿堂として101周年
を迎えた帝国劇場とコラボレーションし、
ただの芝居じゃない、ミュージカルじゃな
い、そしてコンサートでもない。“純愛物語
meets YUMING”をコンセプトとした新た
なエンターテイメントをお届します。
日時：10月8日
（月・祝）
19：00／10月13日
（土）
14：30
会場：帝国劇場
価格：S席 12,000円▶11,400円
※未就学児童入場不可
出演：松任谷由実 貫地谷しほり ほか

ほか

JCB マジカル 第２弾 東京ディズニーリゾートR満喫キャンペーン
期間中、ご希望のコースを選択し、キャンペーン参加登録した JCB カードの国内および海外の
ご利用合計金額 5 万円を 1 口として抽選。さらに、海外でのご利用があれば抽選口数が 2 倍に !

〜笑顔の魔法を、再び。
〜 東京ディズニーリゾートへ合計 5,000名様をご招待！

コースコード01：マジカルコース

（土）
2月15日

～1
（土）
キャンペーン期間 2012年 6月16日

宿泊ご招待日：2013年 5月24日
（金）

JCBスペシャルプラン！ 通常 2 枚のファストパス®・チケットが、4 枚もらえる♪

100組 200名様

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージとは？
ディズニー
ホテル宿泊

＋

2パークで遊べる！ ＋
パークチケット

その他
お楽しみ
いっぱい！

詳しくは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトへアクセス！
http://www.tokyodisneyresort.co.jp/
※宿泊ホテルは選択できません。※ご利用方法については、当選者にご案内いたします。

コースコード02：パークチケットコース
東京ディズニーリゾート パークチケット
（ペア）

®

2,400組 4,800名様

※パークチケットは、東京ディズニーランド、
東京ディズニーシーどちらかを選んで入園できるチケットです。
©Disney

® 、東京ディズニーシー ®のオフィシャルカードです。

★JCBカードは、東京ディズニーランド

参加登録方法 ※参加登録は、どちらか 1 コースのみとなります。
【参加登録期間】2012 年 4 月23 日（月）～ 12 月15 日（土）
● お電話で（24 時間受付）…東京 0422-72-3155 大阪 06-6945-6852
JCBカード番号
（16 桁）を入力。
● JCB マジカル

キャンペーンコード
（219804）を入力。
検

索

コースコード
（2桁）を入力。

福岡 092-725-3247

札幌 011-271-9073

アンケートに
ご協力いただける場合は、
広告番号“42”を入力。

登録完了。

＜ご注意事項＞※一部、本キャンペーンの対象とならないカードがあります。※ 1 回のご利用分で、JCB が同時期に実施する他の抽選式のキャ
ンペーンと重複しての当選はありません。※当選者の発表は、2013 年 4 月下旬の賞品の発送をもってかえさせていただきます。
（JCB に登録の住
所へお送りいたします。） 本誌に記載のキャンペーン内容は一部抜粋です。詳しくは、JCB ホームページ (http://www.jcb.co.jp/) をご覧ください。

キャンペーンに関するお問い合わせ

JCB インフォメーションセンター 9：00AM ～ 5：00PM（日・祝・年末年始休）
東京：0422-76-1700 大阪：06-6941-1700 福岡：092-712-4450 札幌：011-271-1411

※本ダイヤルではキャンペーン参加登録を受け付けておりません。※電話番号は、お間違いのないようおかけください。※一部の電話機では利用できない場合があります。
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■携帯電話のバーコード対
応機種で簡単アクセス！
※一部の電話機では利用で
きない場合があります。

お申込日

年

月

日

FA X：
（ 03 ）3457-9633 慶 應 カード 事 務 局 行

観 賞ご 優 待 チ ケット 申 込 書

下記の注意事項をご確認いただき、本紙に必要事項をご記入の上、お申込ください。

1.お 申 込される方につ いてご 記 入ください
ふりがな

TEL （

ご氏名

様

）

FAX （

）

E-mail

〒
ご住所
アパート・マンション名
事務局からご連絡する場合のご希望の連絡方法

□TEL

□FAX

□E-mail

2 .ご 希 望 の 公 演 名とご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
公演名

公演日時

3.ご 希 望 枚 数 をご 記 入ください

慶應カード価格

月

日

：

〜

月

日

：

〜

①

円／枚

①

円／枚

期間

2012年8月11日
（土）〜
2012年8月31日
（金）

③

①×②＋③

400円
400円
合

計

枚

数

2012年10月31日
（水）
まで有効

①中人4,000円

8月30日
（木）
まで予約受け付け、
9月9日
（日）
まで開催

→3,600円／枚
→3,300円／枚
→2,700円／枚
→1,200円／枚

→4,300円／名

小

計
円

①×②

円
①×②

枚

②

枚

②

枚

②

②

＊一回のお申込につき発送手数料として別途200円ご負担いただきます。 ③発送手数料

円

枚

①小・中学生700円

→ 500円／枚

円

①×②

②

②

①共通：5,000円

円

枚

①高校・大学生1,000円

→ 800円／枚

計

枚

②

①小人3,300円

2012年8月4日
（土）〜
2012年10月8日
（月・祝）

②

①大中小人共通3,000円／2,700円／2,000円

→1,000円／枚

小
①×②＋③

②

① 一般1,400円

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

→2,400円／枚
→2,300円／枚

2012年8月11日
（土）〜
2012年8月31日
（金）

国立トレチャコフ美術館所蔵
レーピン展

枚

発送手数料
③

①中小人共通4,000円／3,300円

①大人4,400円

サンリオピューロランド
会員特別価格パスポート

枚

慶應カード価格
①大人4,400円

サンリオピューロランド
慶應カード夏休みスペシャル入場券
（入場＋無料のショー）

②

数

＊一公演につき発送手数料として別途400円ご負担いただきます。

公演名

サンリオピューロランド
慶應カード夏休みスペシャルデー
パスポート
（入場＋フリーアトラクション）

枚
②

枚
枚
枚

②

円
①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

名

円

200円

上記+200円

②

合

計

円

4 .お 支 払いにつ いて、必ずご 記 入ならびに該 当するも のにチェックをお 願 いします
□JCB
□UFJ

カード会社
カード番号

□三井住友
□UC
□NICOS
□OMC

□DC

カ ード の見 方

□AMEX

塾生カード

※1

カード有効期限 ※2

月

年（カード表記と同様にご記入ください）

カード左下番号 ※3
カード名義

塾員・教職員カード

※1 カード番号
※2 有効期限
※4 カード名義
※3 カード左下番号

※4

お問い合わせ先

（金）8：30〜17：00
（11：30〜12：30は除く）
慶應カード事務局
（慶應学術事業会） TEL／03-3453-3854（月）〜
E-mail／info@keiocard.com URL／http://keiocard.com/
夏期休業 2012年8月11日
（土）〜2012年8月19日
（日）

チ ケット の 販 売に関 するご 注 意 事 項 〜 必ずご 確 認 下さい 〜
■お申込は慶應カード会員の方
（本人会員・家族会員）に限らせていただきます。
■ FAXでお申込いただいた方には、受信後5日以内に受信確認の連絡をさせていただ
きます。万一、受信確認の連絡がなかった場合にはお申込受付をしていない可能性
がありますので、必ず慶應カード事務局までご連絡ください。なお、夏期休業中の
受付分は8月20日
（月）以降のご連絡となります。あらかじめご了承ください。
■先 着順に受付し、予定数になり次第締め切らせていただきます。チケットがお取り
できない場合は、FAX受信確認の際にお申込者宛にご連絡いたします。
■席番は主催者提供席を受付順に配布させていただきますのでご了承ください。
■お申込後のキャンセル・変更はいかなる場合でもお受けできません。
■チケットは公演日の約2週間前までの発送を予定しております。また、いかなる事情
（紛失・消失・破損等）があってもチケットの再発行はいたしません。

■チケット代金および発送手数料は、通常のカードご利用代金と同様に自動引き落と
しとなります。お支払いはご本人様の慶應カードでの一括払いのみとさせていただ
きます。お席を確保した時点でお支払い請求をたて、チケットご送付前にお支払い
いただくことになりますのでご了承ください。なお、提示価格には消費税等が含まれ
ております。
■ご提供いただきました個人情報はチケット代金の決済およびチケットの送付にご利
用いたします。また一部公演につきましてはサービスのご提供に必要な場合に限り
主催者およびチケット提供元と共有する事がございます。
■ダイアログ・イン・ザ・ダークのチケットは８月３０日までにご予約いただいて有効と
なります。開催テーマと日時をWebサイトでご確認のうえ、ご自身にてご予約くださ
い。なお、未使用チケットの払い戻しはいたしません。
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INFORMATION

塾生カード

読者プレゼント

ギフトカード

ヨーロッパをはじめ海外の主要都市で開催されるクラシック音楽のコン
サートやオペラのチケットをインターネットで購入できるClassicticより、
「CLASSICTICギフトカード」をプレゼント。

慶應義塾体育会野球部
秋季早慶野球戦へご招待
伝統の一戦に50組100名様をご招待いたします。
ご招待するのは第2回戦となります。

名様
利用対象：発売中の全チケット
2012年秋に開催される
「ムジークフェスト・ベルリン」
ではロイヤル・コンセルトヘボ
ウ管弦楽団やロンドン交響楽団などが公演予定。また、8月下旬〜9月初旬にパリ・オ
ペラ座ガルニエ宮＆オペラ・バスティーユの新シーズンチケットを販売開始予定です。

【試合日時・場所】
11月23日
（金・祝）
・秩父宮ラグビー場

利用対象：北京、上海、香港開催のイベントチケット
北京の巨大ドーム型ホール、中国国家大劇院のチケット取り扱い開始。国際的なト
ップアーティストの公演、中国伝統音楽を使用したオペラなどが開催されます。

応募方法

P2もご覧下さい。提供：Classictic
（クラシックティック)

オールドローズエッセンス

往復はがきにてご応募ください。

 希望の観戦チケット名、住所、氏名、電話番号、塾
必要記入事項 ご
員番号
（カード券面左下の番号9桁）
、カード会社名

5 名様

長野県・蓼科高原の自社バラ園で殺虫剤、除草剤などを一切使用せず大切に育
てたオールドローズの蒸留水等を原材料にした化粧品を製造しているフロンテ
ィア蓼科より、美容液「オールドローズエッセンス」をプレゼント。

お申込の方の
ご住所
お名前

返信のおもて

応募先

 108-8345  東京都港区三田2-15-45 慶應義塾三田キャンパス内
〒
慶應義塾（慶應学術事業会） 慶應カード読者プレゼント係

応募先

●平成24年6月より維持会費のクレジットカード決済が可能となりました。

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の

46都道府県・283名を採用いたしました。

教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立され
会員の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生

さわしい学塾として発展していくために、義塾との絆を

（維持会担当）
慶應義塾 基金室

さらに深めていただきたく、維持会へのご加入をお願い

〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
電話：03-5427-1545
FAX：03-5427-1546
URL：http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai/
E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp

への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動

申し上げます。なお、維持会にご入会いただきますと、

の充実のために幅広く活用させていただいております。

義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご加入期間贈

平成19年度には「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、地

呈いたします。すでに維持会員としてご協力いただいて

方出身者を優先採用とした維持会独自の奨学金として、

いる皆様には、引き続きあたたかいご支援を賜りたく、

成績優秀な塾生に対し支給することとし、これまでに

よろしくお願い申し上げます。

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より

登録内容が変更になった場合は以下A・Bの2箇所に届け出る必要があります。
カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、お早めにお届けください。

住所・改姓名の変更届はお早めに

A 各地区の学生部学事担当または塾員センター
塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方
塾員カードをお持ちの方

B 各カード発行会社インフォメーションセンター

各地区の学生部学事担当
にお届けください

慶應義塾塾員センター
にお届けください

住所変更案内ページ http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記ページをご参照の上、氏名
（漢字、フリガナ）
、卒業年、学部、生年月日、変更事項を次の
①〜④いずれかの方法により慶應義塾塾員センター宛に必ず塾員ご本人がお届けください。
①メールフォーム ②慶應オンライン ③FAX 03-5427-1546
④郵送 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾塾員センター

慶應カード協力店募集中
慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つにカードの呈示で会員特
典が受けられる「慶應カード協力店」制度がございます。慶應カード事務
局では、
現在会員の皆様により多くの場所で便利にご利用いただくために
「慶應カード協力店」
としてご協力いただけるお店を募集しております。
ご関心がございましたら、
右記事務局までご連絡いただければ幸いです。
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お問合せ先

カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふ

た伝統ある組織です。

塾生カード または

2012年9月30日
（日）
（必着）

●当選の発表は、10月5日
（金）
頃の返信はがきの発送をもって代えさせてい
ただきます。
●宛名の間違いが増えております。お確かめのうえご応募ください。

●当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●ご応募いただいた方には、プレゼント提供元より各種情報をお送りする場合がございます。

慶應義塾維持会のご案内

〒108-8345  東京都港区三田2-15-45 
慶應義塾三田キャンパス内
慶應義塾（慶應学術事業会） 慶應カード事務局
（該当チケット名）
係

応募締切

2012年9月30日
（日）
（必着）

応募締切
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往信のうら

官製はがきにてご応募ください。

 希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、
必要記入事項 ご
塾員番号
（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名

上記以外の

①ご希望の
観戦チケット名
②ご住所
③お名前
④電話番号
⑤塾 員番号
（カード券面左下
の番号9桁）
⑥カード会社名

返信

太陽と風に育まれたオールドローズの芳醇蒸留水と、蒸留過程でほんの少し採取され
るローズエキス、蓼科高原に自生する白樺の樹液、蜂蜜など厳選された原料を使用し
ました。様々な自然の恵みが、お肌本来のチカラを引出し、ハリと潤いのある瑞々し
い肌へと導いてくれます。
P2もご覧下さい。提供：フロンティア蓼科

応募方法

10 組
20 名様

11月23日の早慶ラグビー戦に抽選で
10組20名様をご招待いたします。

2名様

◦25ユーロのCLASSICTICギフトカード

50 組
100 名様

慶應義塾体育会蹴球部
早慶ラグビー戦へのご招待

1

◦50ユーロのCLASSICTICギフトカード

塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

UCカード UCコミュニケーションセンター

東 京 03-6893-8200

三井住友カード FOR YOUデスク

0570-004-980

大 阪 06-7709-8555

JCBインフォメーションセンター

東 京 0422-76-1700

大 阪 06-6941-1700

OMCカード アンサーセンター

東 京 03-5638-3211

大 阪 06-6339-4074

DCカードコールセンター

東 京 03-3770-1166

大 阪 06-6533-6633

MUFGカード・プラチナ・
アメリカン・エキスプレス・カードデスク

0120-773-711 または 03-5489-3351

NICOSコールセンター

東日本 03-5940-1100

西日本 06-6616-0770

UFJカードコールセンター

東 京 03-3242-3611

名古屋 052-251-1220

お手紙・FAXでお待ちいたしております。
▪お問合せ先
株式会社 慶應学術事業会 慶應カード事務局 協力店担当
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾三田キャンパス内
FAX : 03-3457-9633 E-mail : info@keiocard.com
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